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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリングす
るステップと、
現在の会話インターフェースの中のいずれかの会話に対するジェスチャー操作がモニタ
リングされた場合、ジェスチャー操作を識別するステップと、
識別されたジェスチャー操作に基づいて、現在の会話インターフェースにおいて前記会
話に対応する処理を行うステップとを含み、
前記の識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インターフェースにおいて前
記会話に対応する処理を行うステップは、
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識別されたジェスチャー操作が前記会話を既読と標記するための操作である場合、前記
会話の状態を既読として更新するステップ、
識別されたジェスチャー操作が前記会話を削除と標記するための操作である場合、会話
を現在の会話インターフェースから削除するステップ、
識別されたジェスチャー操作が前記会話を転送と標記するための操作である場合、前記
会話の転送ページをポップアップするステップ、または
識別されたジェスチャー操作が前記会話をトップに固定として標記するための操作であ
る場合、前記会話を現在の会話インターフェースおいてトップに固定して表示するステッ
プを含む、
ことを特徴とするジェスチャー操作による会話処理方法。
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【請求項２】
前記ジェスチャー操作は、一本指での左向きスライド、一本指での右向きスライド、複
数本指での左向きスライド、複数本指での右向きスライド、一本指での上向きスライド、
一本指での下向きスライド、複数本指での上向きスライド、複数本指での下向きスライド
、一本指でのクリック、複数本指でのクリック、一本指での押圧及び/又は複数本指での
押圧を含むことを特徴とする請求項１に記載のジェスチャー操作による会話処理方法。
【請求項３】
前記会話処理方法は、さらに、
標準ジェスチャー操作及び標準ジェスチャー操作に対応する処理を予め設定するステッ
プを含み、

10

前記ジェスチャー操作を識別するステップは、
モニタリングされたジェスチャー操作を、前記予め設定された標準ジェスチャー操作と比
較するステップと、
比較した結果、一致する場合、前記ジェスチャー操作を識別したと確定するステップと
、
比較した結果、一致しない場合、前記ジェスチャー操作を識別できなかったと確定する
ステップとを含むことを特徴とする請求項１に記載のジェスチャー操作による会話処理方
法。
【請求項４】
前記ジェスチャー操作を識別した後、さらに、前記ジェスチャー操作の有効性を検出す
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るステップを含むことを特徴とする請求項１〜３のいずれかに記載のジェスチャー操作に
よる会話処理方法。
【請求項５】
前記ジェスチャー操作が一本指での左向きスライド、一本指での右向きスライド、複数
本指での左向きスライド、複数本指での右向きスライド、一本指での上向きスライド、一
本指での下向きスライド、複数本指での上向きスライドまたは複数本指での下向きスライ
ドである場合、前記ジェスチャー操作の有効性を検出するステップにおいて、
前記ジェスチャー操作による、前記会話が自身の区域内でのスライド距離を取得するス
テップと、
前記スライド距離がスライド距離閾値を越えているか否かを検出するステップと、
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前記スライド距離がスライド距離閾値を越えている場合、前記ジェスチャー操作が有効で
あると確定するステップと、
前記スライド距離がスライド距離閾値を越えていない場合、前記ジェスチャー操作が有
効ではないと確定するステップとを含むことを特徴とする請求項４に記載のジェスチャー
操作による会話処理方法。
【請求項６】
前記ジェスチャー操作が一本指クリックまたは複数本指クリックである場合、前記ジェ
スチャー操作の有効性を検出するステップは、
予め設定した時間内での前記ジェスチャー操作のクリック回数を取得するステップと、
前記ジェスチャー操作のクリック回数が、回数閾値を越えているか否かを検出するステッ
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プと、
前記クリック回数が回数閾値を越えている場合、前記ジェスチャー操作が有効ではない
と確定するステップと、
前記クリック回数が回数閾値を越えていない場合、前記ジェスチャー操作が有効である
と確定するステップとを含むことを特徴とする請求項４に記載のジェスチャー操作による
会話処理方法。
【請求項７】
前記ジェスチャー操作が一本指での押圧または複数本指での押圧である場合、前記の前
記ジェスチャー操作の有効性を検出するステップは、
前記ジェスチャー操作によって生成された電圧値を取得し、前記ジェスチャー操作によ

50

(3)

JP 6130926 B2 2017.5.17

って生成された電圧値が電圧閾値を越えているか否かを検出し、前記電圧値が電圧閾値を
超えている場合、前記ジェスチャー操作の有効であると確定し、前記電圧値が電圧閾値を
越えていない場合、前記ジェスチャー操作が有効ではないと確定するステップ、または、
前記現在の会話インターフェースを表示するディスプレースクリーンがフレキシブルス
クリーンである場合、前記ジェスチャー操作により押圧方向で押圧される深さ値を取得し
、前記ジェスチャー操作により押圧される深さ値が、深さ閾値を超えているか否かを検出
し、前記深さ値が深さ閾値を超えている場合、前記ジェスチャー操作が有効であると確定
し、前記深さ値が深く閾値を越えていない場合、ジェスチャー操作が有効ではないと確定
するステップを含むことを特徴とする請求項４に記載のジェスチャー操作による会話処理
方法。
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【請求項８】
識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インターフェースにおいて前記会話
に対応する処理を行うステップは、
識別されたジェスチャー操作が２次オプションを開く操作である場合、前記会話を自身
の区域内で左向き、右向き、上向きまたは下向きに移動し、且つ当該会話の移動が発生し
た区域に前記２次オプションを表示するステップを含み、
前記２次オプションは、前記会話に対する操作オプション、会話が位置する現在インタ
ーフェースの操作オプション、会話が属するアプリケーションに対する操作オプションを
含むことを特徴とする請求項1に記載のジェスチャー操作による会話処理方法。
【請求項９】
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現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリングす
るためのモニタリングモジュールと、
現在の会話インターフェースの中のいずれかの会話に対するジェスチャー操作がモニタ
リングされた場合、ジェスチャー操作を識別するための識別モジュールと、
識別されたジェスチャー操作に基づいて、現在の会話インターフェースにおいて会話に
対応する処理を行うための処理モジュールとを含み、
前記識別モジュールにより識別されたジェスチャー操作が、前記会話を既読と標記する
ための操作である場合、前記処理モジュールは、前記会話の状態を既読として更新し、ま
たは、
前記識別モジュールにより識別されたジェスチャー操作が、前記会話を削除と標記する
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ための操作である場合、前記処理モジュールは、前記会話を現在の会話インターフェース
から削除し、または、
前記識別モジュールにより識別されたジェスチャー操作が、前記会話を転送として標記
するための操作である場合、前記処理モジュールは、前記会話の転送ページをポップアッ
プし、または、
前記識別モジュールにより識別されたジェスチャー操作が、前記会話をトップに固定と
して標記するための操作である場合、前記処理モジュールは、前記会話を現在の会話イン
ターフェースにおいてトップに固定して表示する、
ことを特徴とするジェスチャー操作による会話処理装置。
【請求項１０】
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前記会話処理装置は、さらに前記ジェスチャー操作の有効性を検出するための検出モジ
ュールを含むことを特徴とする請求項９に記載のジェスチャー操作による会話処理装置。
【請求項１１】
前記識別モジュールによって識別されたジェスチャー操作が２次オプションを開く操作
である場合、前記処理モジュールは、前記会話を自身の区域内で左向き、右向き、上向き
または下向きに移動し、且つ前記会話の移動が発生した区域に前記２次オプションを表示
することを特徴とする請求項９に記載のジェスチャー操作による会話処理装置。
【請求項１２】
記憶装置、及び
記憶装置に記憶されている１つまたは１つ以上のプログラムを含み、
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１つまたは１つ以上のプロセッサーにより、
現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリングし、
現在の会話インターフェースの中のいずれかの会話に対するジェスチャー操作がモニタ
リングされた場合、ジェスチャー操作を識別し、
且つ識別されたジェスチャー操作に基づいて、現在の会話インターフェースにおいて前
記会話に対応する処理を行う命令を含み、
前記の識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インターフェースにおいて前
記会話に対応する処理は、
識別されたジェスチャー操作が前記会話を既読と標記するための操作である場合、前記
会話の状態を既読として更新すること、
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識別されたジェスチャー操作が前記会話を削除と標記するための操作である場合、会話
を現在の会話インターフェースから削除すること、
識別されたジェスチャー操作が前記会話を転送と標記するための操作である場合、前記
会話の転送ページをポップアップすること、または
識別されたジェスチャー操作が前記会話をトップに固定として標記するための操作であ
る場合、前記会話を現在の会話インターフェースおいてトップに固定して表示することを
含む、
前記の１つまたは１つ以上のプログラムを実行するように構成されることを特徴とする
端末デバイス。
【請求項１３】
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プロセッサーに実行されることにより、請求項１から請求項８のいずれかに記載のジェ
スチャー操作による会話処理方法を実現する記録媒体に記録されたプログラム。
【請求項１４】
請求項１３に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は通信技術分野に関わり、更には、ジェスチャーによる会話処理方法、装置、端
末デバイス、プログラム、及び記録媒体に関わる。
【背景技術】
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【０００２】
技術の発展に伴い、人々のインターネット製品乃至ソフトウェア製品の表示に対する要
求はますます高まっている。今のところ、人々の連絡方式は、だんだん電話、メッセージ
などの伝統的な方式から離れ、より多くはソーシャル・ネットワークソフトウェアを採用
し、且つ一般的にはリアルタイムチャットの方式を採用している。
【０００３】
リアルタイムチャットとは、特定のソフトウェアを通じてネット上の他の同類のユーザ
ーと共通の興味を持っている話題をめぐって議論を行うことを指す。リアルタイムチャッ
トの工具を利用する場合、ユーザーは友達と文字、音声さらには映像による意思疎通が可
能である。普通の状況では、友達毎の会話はそれぞれのチャットウィンドウ内に位置して
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おり、会話の単一性、相手の正確性及び会話のプライバシーを保証する。ユーザーが会話
グループに加入した場合、ローカル端末のユーザーは、全部同じグループに入っている友
達中のいずれかの友達からの発言を受信することが可能である。このようなグループ会話
は、ユーザーの社交活躍度の向上に有利なものである。
【０００４】
しかしながら、会話に対し操作を行うときには、必ず当該会話に入ってから閲覧、削除
、転送などの操作を行わなければならない。特に、ユーザーが複数の友達と同時にチャッ
トを行う場合、会話ページを頻繁に切換えしなければならない。現在のこのような会話の
処理にとって、会話処理が冗長になり、効率が低くなり、且つユーザーの操作にも不利に
なる。
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【発明の概要】
【０００５】
本発明の実施例は,背景技術に存在する課題を解決するため、ジェスチャーによる会話
処理方法、装置、端末デバイス、プログラム、及び記録媒体を提供する。
【０００６】
本発明の実施例の第１態様によれば、
現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリングす
るステップと、
現在の会話インターフェースの中のいずれかの会話に対するジェスチャー操作がモニタ
リングされた場合、ジェスチャー操作を識別するステップと、
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識別されたジェスチャー操作に基づいて、現在の会話インターフェースにおいて前記会
話に対応する処理を行うステップとを含むジェスチャー操作による会話処理方法を提供す
る。
【０００７】
好ましくは、前記ジェスチャー操作は、一本指での左向きスライド、一本指での右向き
スライド、複数本指での左向きスライド、複数本指での右向きスライド、一本指での上向
きスライド、一本指での下向きスライド、複数本指での上向きスライド、複数本指での下
向きスライド、一本指でのクリック、複数本指でのクリック、一本指での押圧及び/又は
複数本指での押圧を含む。
【０００８】
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好ましくは、前記会話処理方法は、さらに、
標準ジェスチャー操作及び標準ジェスチャー操作に対応する処理を予め設定するステッ
プを含み、
前記ジェスチャー操作を識別するステップは、
モニタリングされたジェスチャー操作を、前記予め設定された標準ジェスチャー操作と
比較するステップと、
比較した結果、一致する場合、前記ジェスチャー操作を識別したと確定するステップと
、
比較した結果、一致しない場合、前記ジェスチャー操作を識別できなかったと確定する
ステップとを含む。
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【０００９】
好ましくは、前記ジェスチャー操作を識別した後、さらに、前記ジェスチャー操作の有
効性を検出するステップを含む。
【００１０】
好ましくは、前記ジェスチャー操作が一本指での左向きスライド、一本指での右向きス
ライド、複数本指での左向きスライド、複数本指での右向きスライド、一本指での上向き
スライド、一本指での下向きスライド、複数本指での上向きスライドまたは複数本指での
下向きスライドである場合、前記ジェスチャー操作の有効性を検出するステップにおいて
、
前記ジェスチャー操作による、前記会話が自身の区域内でのスライド距離を取得するス
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テップと、
前記スライド距離がスライド距離閾値を越えているか否かを検出するステップと、
前記スライド距離がスライド距離閾値を越えている場合、前記ジェスチャー操作が有効
であると確定するステップと、
前記スライド距離がスライド距離閾値を越えていない場合、前記ジェスチャー操作が有
効ではないと確定するステップとを含む。
【００１１】
好ましくは、前記ジェスチャー操作が一本指クリックまたは複数本指クリックである場
合、前記ジェスチャー操作の有効性を検出するステップは、
予め設定した時間内での前記ジェスチャー操作のクリック回数を取得するステップと、
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前記ジェスチャー操作のクリック回数が、回数閾値を越えているか否かを検出するステ
ップと、
前記クリック回数が回数閾値を越えている場合、前記ジェスチャー操作が有効ではない
と確定するステップと、
前記クリック回数が回数閾値を越えていない場合、前記ジェスチャー操作が有効である
と確定するステップとを含む。
【００１２】
好ましくは、前記ジェスチャー操作が一本指での押圧または複数本指での押圧である場
合、前記の前記ジェスチャー操作の有効性を検出するステップは、
前記ジェスチャー操作によって生成された電圧値を取得し、前記ジェスチャー操作によ
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って生成された電圧値が電圧閾値を越えているか否かを検出し、前記電圧値が電圧閾値を
超えている場合、前記ジェスチャー操作の有効であると確定し、前記電圧値が電圧閾値を
越えていない場合、前記ジェスチャー操作が有効ではないと確定するステップ、または、
前記現在の会話インターフェースを表示するディスプレースクリーンがフレキシブルス
クリーンである場合、前記ジェスチャー操作により押圧方向で押圧される深さ値を取得し
、前記ジェスチャー操作により押圧される深さ値が、深さ閾値を超えているか否かを検出
し、前記深さ値が深さ閾値を超えている場合、前記ジェスチャー操作が有効であると確定
し、前記深さ値が深く閾値を越えていない場合、ジェスチャー操作が有効ではないと確定
するステップを含む。
【００１３】
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好ましくは、前記の識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インターフェー
スにおいて前記会話に対応する処理を行うステップは、
識別されたジェスチャー操作が前記会話を既読と標記するための操作である場合、前記
会話の状態を既読として更新するステップ、
識別されたジェスチャー操作が前記会話を削除と標記するための操作である場合、会話
を現在の会話インターフェースから削除するステップ、
識別されたジェスチャー操作が前記会話を転送と標記するための操作である場合、前記
会話の転送ページをポップアップするステップ、または
識別されたジェスチャー操作が前記会話をトップに固定として標記するための操作であ
る場合、前記会話を現在の会話インターフェースおいてトップに固定して表示するステッ
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プを含む。
【００１４】
好ましくは、識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インターフェースにお
いて前記会話に対応する処理を行うステップは、
識別されたジェスチャー操作が２次オプションを開く操作である場合、前記会話を自身
の区域内で左向き、右向き、上向きまたは下向きに移動し、且つ当該会話の移動が発生し
た区域に前記２次オプションを表示するステップを含み、
前記２次オプションは、前記会話に対する操作オプション、会話が位置する現在インタ
ーフェースの操作オプション、会話が属するアプリケーションに対する操作オプションを
含む。
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【００１５】
本発明の実施例の第２態様によれば、
現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリングす
るためのモニタリングモジュールと、
現在の会話インターフェースの中のいずれかの会話に対するジェスチャー操作がモニタ
リングされた場合、ジェスチャー操作を識別するための識別モジュールと、
識別されたジェスチャー操作に基づいて、現在の会話インターフェースにおいて会話に
対応する処理を行うための処理モジュールとを含むジェスチャー操作による会話処理装置
を提供する。
【００１６】
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好ましく、前記会話処理装置は、さらに前記ジェスチャー操作の有効性を検出するため
の検出モジュールを含む。
【００１７】
好ましく、前記識別モジュールにより識別されたジェスチャー操作が、前記会話を既読
と標記するための操作である場合、前記処理モジュールは、前記会話の状態を既読として
更新し、または、
前記識別モジュールにより識別されたジェスチャー操作が、前記会話を削除と標記する
ための操作である場合、前記処理モジュールは、前記会話を現在の会話インターフェース
から削除し、または、
前記識別モジュールにより識別されたジェスチャー操作が、前記会話を転送として標記
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するための操作である場合、前記処理モジュールは、前記会話の転送ページをポップアッ
プし、または、
前記識別モジュールにより識別されたジェスチャー操作が、前記会話をトップに固定と
して標記するための操作である場合、前記処理モジュールは、前記会話を現在の会話イン
ターフェースにおいてトップに固定して表示する。
【００１８】
好ましく、前記識別モジュールによって識別されたジェスチャー操作が２次オプション
を開く操作である場合、前記処理モジュールは、前記会話を自身の区域内で左向き、右向
き、上向きまたは下向きに移動し、且つ前記会話の移動が発生した区域に前記２次オプシ
ョンを表示する。
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【００１９】
本発明の実施例の第３態様によれば、
記憶装置、及び
記憶装置に記憶されている１つまたは１つ以上のプログラムを含み、
１つまたは１つ以上のプロセッサーにより、
現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリングし
、
現在の会話インターフェースの中のいずれかの会話に対するジェスチャー操作がモニタ
リングされた場合、ジェスチャー操作を識別し、
且つ識別されたジェスチャー操作に基づいて、現在の会話インターフェースにおいて前
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記会話に対応する処理を行う命令を含む
前記の１つまたは１つ以上のプログラムを実行するように構成される端末デバイスを提
供する。
本発明の実施例の第４態様によれば、プロセッサに実行されることにより、前記ジェス
チャー操作による会話処理方法を実現する記録媒体に記録されたプログラムを提供する。
本発明の実施例の第５態様によれば、前記プログラムが記録された記録媒体を提供する
。
【００２０】
本発明が提供するジェスチャーによる会話処理方法、装置及び端末デバイスによれば、
現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリングする
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ことによって、現在の会話インターフェースの中のいずれかの会話に対するジェスチャー
操作がモニタリングされた場合、前記ジェスチャー操作を識別し、識別されたジェスチャ
ー操作に基づいて、現在の会話インターフェースにおいて前記会話に対応する処理を行う
。それにより、会話の操作インターフェースに入る必要がなく、現在の会話インターフェ
ースにおいて会話に対して操作を行うことが可能であるため、会話処理の過程を短縮でき
、処理時間を節約でき、ユーザーの操作を便利にすることができる。
【００２１】
本発明のその他の特徴と長所については、以下の明細書において記載することにする。
また、一部の特徴と長所は明細書の記載から明らかになるか、または本発明を実施するこ
とによって理解されるだろう。本発明の目的とその他の長所は、明細書、特許請求の範囲

50

(8)

JP 6130926 B2 2017.5.17

及び図面において特に指摘した構造によって実現及び得られるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
ここで、図面は明細書に取り込まれて本明細書の一部分を構成し、本発明に合致する実
施例を示し、明細書と共に本発明の原理の解釈に用いられる。
【図１】図１は、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作による会話処理の例示的な
方法のフローチャートである。
【図２】図２は、本発明の実施例にかかる、スライドジェスチャーの有効性を検出する例
示的なフロー模式図である。
【図３ａ】図３ａは、本発明の実施例にかかる、スライドジェスチャーが有効ではない場
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合の例示的な状態模式図である。
【図３ｂ】図３ｂは、本発明の実施例にかかる、スライドジェスチャーが有効である場合
の例示的な状態模式図である。
【図４】図４は、本発明の他の一の実施例にかかる、クリックジェスチャーの有効性を検
出する例示的なフロー模式図である。
【図５】図５は、本発明の他の一の実施例にかかる、押圧ジェスチャーの有効性を検出す
る例示的なフロー模式図である。
【図６】図６は、本発明の他の一の実施例にかかる、押圧ジェスチャーの有効性を検出す
る例示的なフロー模式図である。
【図７】図７は、本発明の実施例における、押圧ジェスチャーの例示的な状態模式図であ
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る。
【図８ａ】図８ａｃは、本発明の実施例における、右向きのスライドによって既読状態を
標記する例示的な模式図である。
【図８ｂ】図８ｂは、本発明の実施例における、右向きのスライドによって既読状態を標
記する例示的な模式図である。
【図８ｃ】図８ｃは、本発明の実施例における、右向きのスライドによって既読状態を標
記する例示的な模式図である。
【図９ａ】図９ａは、本発明の実施例における、未読メッセージが含まれている会話をト
ップに固定する例示的な模式図である。
【図９ｂ】図９ｂは、本発明の実施例における、未読メッセージが含まれている会話をト
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ップに固定する例示的な模式図である。
【図９ｃ】図９ｃは、本発明の実施例における、未読メッセージが含まれている会話をト
ップに固定する例示的な模式図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例にかかる、会話を左向きにスライドすることによっ
て２次オプションを表示する例示的な模式図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施例にかかる、一本指での右向きにスライドすることに
よって会話標記を変更する場合を例とする、ジェスチャー操作による会話処理方法の例示
的なフローチャートである。
【図１２】図１２は、本発明の実施例にかかる、一本指で下向きに押圧することによって
２次オプションを表示する場合を例とする、ジェスチャー操作による会話処理方法の例示
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的なフローチャートである。
【図１３】図１３は、本発明の実施例にかかる、上向きに会話をスライドすることによっ
て２次オプションを表示する場合の例示的なフローチャートである。
【図１４】図１４は、本発明の実施例にかかる、二本指で下向きにスライドするジェスチ
ャー操作によって未読会話をトップに固定する場合を例とする、ジェスチャー操作による
会話処理方法の例示的なフローチャートである。
【図１５】図１５は、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作による会話処理装置の
例示的な機能ブロック図である。
【図１６】図１６は、本発明の実施例にかかる、端末デバイスの例示的な構造の模式図で
ある。
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【発明を実施するための形態】
【００２３】
本発明の目的、技術案及び長所をより明確にするため、以下では図面を結び付けて本発
明の実施形態について詳細に説明することにする。
【００２４】
図１は、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作による会話処理の例示的な方法の
フローチャートである。図１を参考にすると、当該方法は下記のようなステップを含む。
【００２５】
ステップ１０１において、現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存
在するかをモニタリングする。
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【００２６】
ステップ１０２において、現在の会話インターフェースの中のいずれかの会話に対する
ジェスチャー操作がモニタリングされた場合、ジェスチャー操作を識別する。
【００２７】
ステップ１０３において、識別されたジェスチャー操作に基づいて、現在の会話インタ
ーフェースにおいて会話に対応する処理を行う。
【００２８】
一の実施例において、ジェスチャー操作は、一本指での左向きスライド、一本指での右
向きスライド、複数本指での左向きスライド、複数本指での右向きスライド、一本指での
上向きスライド、一本指での下向きスライド、複数本指での上向きスライド、複数本指で
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の下向きスライド、一本指でのクリック、複数本指でのクリック、一本指での押圧及び/
又は複数本指での押圧を含む。ここで列挙したジェスチャー操作は本発明に開示された実
施例で使用可能な部分的なジェスチャー操作に過ぎず、さらに会話について処理可能なそ
の他のジェスチャー操作も採用してもよい。例えば、スクリーンパネルをタッチせず、セ
ンサーを通じて任意のジェスチャーを感知することが可能である。
【００２９】
一の実施例において、本発明による他の一の実施例において、当該方法は、さらに、標
準ジェスチャー操作及び標準ジェスチャー操作に対応する処理を予め設定するステップを
含む。
【００３０】
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ここで、前記ジェスチャー操作を識別するステップにおいて、モニタリングされたジェ
スチャー操作を、あらかじめ設定された標準ジェスチャー操作と比較して、比較した結果
、一致する場合、ジェスチャー操作を識別したと確定し、比較した結果、一致しない場合
、ジェスチャー操作を識別できなかったと確定する。例えば、標準ジェスチャー操作が一
本指でのスライドであり、これに対応する処理は、当該会話を既読状態に標記することと
設定する場合、現在の会話インターフェースに表示されたジェスチャー操作が一本指での
スライドであることとモニタリングされた場合、当該ジェスチャー操作が識別可能なジェ
スチャー操作であることを確定できる。
【００３１】
本発明による他の一の実施例において、ジェスチャー操作を識別した後、当該方法は、
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さらにジェスチャー操作の有効性を検出するステップを含む。
【００３２】
ジェスチャー操作の正確性を保証して誤動作の発生を防ぐため、識別されたジェスチャ
ー操作について有効性検出を行うことが可能である。
【００３３】
本発明による他の一の実施例において、ジェスチャー操作が一本指での左向きスライド
、一本指での右向きスライド、複数本指での左向きスライド、複数本指での右向きスライ
ド、一本指での上向きスライド、一本指での下向きスライド、複数本指での上向きスライ
ドまたは複数本指での下向きスライドである場合、ジェスチャー操作の有効性を検出し、
図２に示すように、下記のステップを含む。
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ステップ２０１において、ジェスチャー操作による、会話が自身の区域内でのスライド距
離を取得する。
【００３４】
ステップ２０２において、スライド距離がスライド距離閾値を越えているか否かを検出
して、超えている場合、ステップ２０３を実行し、そうでない場合、ステップ２０４を実
行する。
【００３５】
ステップ２０３において、スライド距離がスライド距離閾値を越えている場合、ジェス
チャー操作が有効であると確定する。
【００３６】
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ステップ２０４において、スライド距離がスライド距離閾値を越えていない場合、ジェ
スチャー操作が有効ではないと確定する。
【００３７】
一本指での右向きスライドを例として、図３ａに示すように、ジェスチャー操作による
、会話が自身の区域内のスライド距離はａ１であり、これがスライド距離閾値Aより小さ
い場合、一本指での右向きスライドジェスチャー操作が有効でなく、誤動作に属すると確
定する。図３bに示すように、ジェスチャー操作による、会話が自身の区域内のスライド
距離はａ２であり、これがスライド距離閾値Aより小さくない場合、一本指での右向きス
ライドジェスチャー操作が、有効な操作であり、正常の操作に属すると確定する。一本指
での左向きスライド、複数本指での左向きスライド、複数本指での右向きスライド、一本
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指での上向きスライド、一本指での下向きスライド、複数本指での上向きスライドまたは
複数本指での下向きスライドの有効性検出原理は一本指での右向きスライドと同じである
ため、ここでは重複して説明しないことにする。
【００３８】
本発明による他の一の実施例において、ジェスチャー操作が一本指クリックまたは複数
本指クリックである場合、ジェスチャー操作の有効性を検出するようにし、図４に示すよ
うに下記のステップを含む。
【００３９】
ステップ４０１において、予め設定した時間内でのジェスチャー操作のクリック回数を
取得する。
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【００４０】
ステップ４０２において、ジェスチャー操作のクリック回数が、回数閾値を越えている
か否かを検出し、超えている場合、ステップ４０３を実行し、そうでない場合、ステップ
４０４を実行する。
【００４１】
ステップ４０３において、クリック回数が回数閾値を越えている場合、ジェスチャー操
作が有効ではないと確定する。
【００４２】
ステップ４０４において、クリック回数が回数閾値を越えていない場合、ジェスチャー
操作が有効であると確定する。
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【００４３】
上記のようにクリック回数に対する検出を通じて、正常操作または無操作を比較的正確
に判別することができる。
【００４４】
本発明による他の一の実施例において、ジェスチャー操作が一本指での押圧または複数
本指での押圧である場合、ジェスチャー操作の有効性を検出し、図５に示すように下記の
ステップを含む。
【００４５】
ステップ５０１において、ジェスチャー操作によって生成された電圧値を取得する。
【００４６】
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ステップ５０２において、ジェスチャー操作によって生成された電圧値が電圧閾値を越
えているか否かを検出し、超えている場合、ステップ５０３を実行し、そうでない場合、
ステップ５０４を実行する。
【００４７】
ステップ５０３において、電圧値が電圧閾値を超えている場合、ジェスチャー操作が有
効であると確定する。
【００４８】
ステップ５０４において、電圧値が電圧閾値を越えていない場合、ジェスチャー操作が
有効ではないと確定する。
【００４９】
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人が指でタッチパネルを押圧する場合、タッチパネルと接続された回路における電圧値
は変化になり、電圧値の検出により、比較的正確に正常操作と無操作を判別することがで
きる。
【００５０】
または、本発明の他の一の実施例において、現在の会話インターフェースを表示するデ
ィスプレースクリーンがフレキシブルスクリーンである場合、図６に示しているステップ
を採用することができる。
【００５１】
ステップ６０１において、ジェスチャー操作により押圧方向で押圧される深さ値を取得
する。
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【００５２】
ステップ６０２において、ジェスチャー操作により押圧される深さ値が、深さ閾値を超
えているか否かを検出し、超えている場合、ステップ６０３を実行し、そうでない場合、
ステップ６０４を実行する。
【００５３】
ステップ６０３において、深さ値が深さ閾値を超えている場合、ジェスチャー操作が有
効であると確定する。
【００５４】
ステップ６０４において、深さ値が深く閾値を越えていない場合、ジェスチャー操作が
有効ではないと確定する。
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【００５５】
一本指での下向き押圧を例として、図７に示すように、ジェスチャー操作により押圧さ
れる深さ値がb１であり、これが深さ閾値Bより小さい場合、一本指での下向き押圧ジェス
チャー操作は有効でなく、誤動作に属すると確定する。ジェスチャー操作により押圧され
る深さ値がb２であり、これがスライド距離閾値Ｂより小さくない場合、一本指での下向
き押圧ジェスチャー操作は有効であり、正常動作に属すると確定する。一本指または複数
本指でその他の方向に押圧する場合の有効性検出原理は、一本指で下向きに押圧した場合
と同様であるため、ここでは重複して説明しないことにする。
【００５６】
一の実施例において、識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インターフェ
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ースにおいて会話に対応する処理を行うステップは、識別されたジェスチャー操作が会話
を既読と標記するための操作である場合、会話の状態を既読として更新するステップと、
または、識別されたジェスチャー操作が会話を削除と標記するための操作である場合、会
話を現在の会話インターフェースから削除するステップと、または、識別されたジェスチ
ャー操作が前記会話を転送と標記するための操作である場合、会話の転送ページをポップ
アップするステップとを含む。ここで列挙した処理方式は、本発明による実施例で使用さ
れる部分的処理方式である。しかしながら、例えば、当該会話の位置を移動することなど
他の方式を採用して処理を行うことも可能である。
【００５７】
例えば、本発明による他の一の実施例において、図８aに示すように、現在の会話イン
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ターフェース上に未読メッセージのある会話２が存在しており、これは１１個の未読メッ
セージを含んでいる。当該未読メッセージのある会話に対するジェスチャー操作がモニタ
リング及び識別された後、当該ジェスチャー操作(例えば、一本指での右向きスライド)に
対応する処理結果が、当該会話を「既読」に標記することである場合、図８bに示すよう
に、当該会話を一本指で右向きにスライドする場合、会話が自身の区域内で移動が発生し
た区域にユーザープロンプトとして「既読」との文字を表示する。その他の文字、イメー
ジ及び/又は動画などの方式でプロンプトを提供することは無論のことである。図８cに示
すように、一本指での右向きスライドが終了した後、当該会話は元の位置に戻され、戻さ
れた後にスプリングバック効果を示すことも可能である。未読メッセージ数量を標記する
プロンプトも消失され、消失の際、当該プロンプトを左向きにスライドして消失させる方
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式を利用してもよく、漸進的に消失させる方式などを利用してもよい。
【００５８】
例えば、本発明による他の一の実施例において、図９aに示すように、現在の会話イン
ターフェース上に未読メッセージのある会話(会話２、会話４及び会話６)が存在する場合
、未読メッセージのある会話に対するジェスチャー操作がモニタリング且つ識別された後
、当該ジェスチャー操作(例えば、一本指での下向きスライド)と対応する処理結果が、未
読会話をトップに固定することである場合、図９bに示すように、該当会話を一本指で下
向きにスライドする時、現在の会話インターフェースは全体的に下向きに移動し、図９c
に示すように、一本指での下向きスライドが終了したら、未読メッセージのある会話はト
ップに固定され、ユーザープロンプトが表示され、現在の状態において未読会話がトップ
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に固定されたことを説明することが可能である。いずれかの一つまたは複数の会話をトッ
プに固定することが可能であるのは無論のことであり、これはジェスチャー操作に対応す
る処理結果さえ変更すればよい。または、他の一のジェスチャー操作例えば、二本指での
下向きスライドに対応する処理結果が、選択された会話をトップに固定することになるよ
うに定義する。
【００５９】
本発明による他の一の実施例において、識別されたジェスチャー操作によって、現在の
会話インターフェースにおいて会話に対応する処理を行うステップは、識別されたジェス
チャー操作が２次オプションを開く操作である場合、会話を自身の区域内で左向き、右向
き、上向きまたは下向きに移動し、且つ当該会話の移動が発生した区域に２次オプション
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を表示するステップを含む。ここで、当該２次オプションは、会話に対する操作オプショ
ン、会話が位置する現在インターフェースの操作オプション、会話が属するアプリケーシ
ョンに対する操作オプションを含む。
【００６０】
図１０に示すように、ジェスチャー操作を通じて会話を左向きに移動する場合、当該会
話の移動が発生された区域に「転送」、「削除」、「移動」、「照会」、「新たに会話を
形成」、「押圧して話す」、「押圧して動画を利用」などの２次オプションの一つまたは
複数を表示する。また、他のジェスチャー操作を通じて会話を元の位置に戻すことが可能
である。例えば、当該会話を一本指でクリックすると、会話は元の位置に移動され、上記
２次オプションをオーバーラップする。
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【００６１】
上記のすべての好ましいな技術案は、任意に結び付けて本発明の好ましい実施例を形成
してもよく、ここでは一々説明しないことにする。
【００６２】
これから分かるように、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作に基づく会話処理
方法は、現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリ
ングすることによって、且つ識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インター
フェースにおいて上記の会話に対応する処理を行う。会話の操作インターフェースに入る
必要がなく、現在の会話インターフェースにおいて会話に対して操作を行うことが可能で
あるため、会話処理の過程を短縮でき、処理時間を節約でき、ユーザーの操作を便利にす
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ることができる。
【００６３】
図１１は、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作による会話処理方法のフローチ
ャートである。一本指での右向きスライドによって会話標記を変更する場合を例とし、当
該方法は、下記のステップを含む。
【００６４】
ステップ１１０１において、現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が
存在するかをモニタリングする。
【００６５】
ステップ１１０２において、現在の会話インターフェースにおけるいずれかの会話に対
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するジェスチャー操作がモニタリングされた場合、モニタリングされた当該ジェスチャー
操作とあらかじめ設定された標準ジェスチャー操作を比較して、比較した結果、一致する
場合、一本指での右向きスライドを識別したと確定して、引き続きステップ１１０３を実
行し、そうでない場合、ジェスチャー操作を識別できなかったと確定してステップ１１０
１を実行する。
【００６６】
ステップ１１０３において、会話が自身の区域内での右向きのスライド距離を取得する
。
ステップ１１０４において、当該スライド距離がスライド距離閾値を超えているか否か
を検出し、スライド距離がスライド距離閾値を超えている場合、当該ジェスチャー操作が

20

有効であると確定して、引き続きステップ１１０５を実行し、そうでない場合、当該ジェ
スチャー操作が有効ではないと確定して、ステップ１１０１を実行する。当該ステップの
効果図は、図３aと図３bを参照してもよい。
【００６７】
ステップ１１０５において、会話の移動が発生した区域にプロンプト文字を表示して当
該操作の効果を通知する。当該ステップの効果図は、図８bを参照してもよい。
【００６８】
ステップ１１０６において、当該会話状態を既読として更新する。当該ステップの効果
図は、図８cを参照してもよい。
【００６９】
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これから分かるように、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作に基づく会話処理
方法は、現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリ
ングすることによって、且つ識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インター
フェースにおいて上記の会話に対応する処理を行う。会話の操作インターフェースに入る
必要がなく、現在の会話インターフェースにおいて会話に対して操作を行うことが可能で
あるため、会話処理の過程を短縮でき、処理時間を節約でき、ユーザーの操作を便利にす
ることができる。
【００７０】
図１２は、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作による会話処理方法のフローチ
ャートである。一本指での下向き押圧によって２次オプションを表示する場合を例とし、
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当該方法は、下記のステップを含む。
【００７１】
ステップ１２０１において、現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が
存在するかをモニタリングする。
【００７２】
ステップ１２０２において、現在の会話インターフェースにおけるいずれかの会話に対
するジェスチャー操作がモニタリングされた場合、モニタリングされた当該ジェスチャー
操作とあらかじめ設定された標準ジェスチャー操作を比較して、比較した結果、一致する
場合、一本指での右向きスライドを識別したと確定して、引き続きステップ１２０３を実
行し、そうでない場合、ジェスチャー操作を識別できなかったと確定して、ステップ１２

50

(14)

JP 6130926 B2 2017.5.17

０１を実行する。
【００７３】
ステップ１２０３において、一本指で下向きに押圧した深さ値を取得する。
【００７４】
ステップ１２０４において、当該深さ値が深さ閾値を超えているか否かを検出し、超え
ている場合、当該ジェスチャー操作が有効であると確定して,引き続きステップ１２０５
を実行し、そうでない場合、当該ジェスチャー操作が有効ではないと確定して,ステップ
１２０１を実行する。当該ステップの効果図は、図７を参照してもよい。
ステップ１２０５において、会話を上向きに移動し、且つ会話の移動が発生した区域に
２次オプションを表示する。図１３に示すように、会話を自身の区域内で絶えずに上向き
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に移動するようにしてもよく、ひいてはその自身の位置の頂上部まで移動してもよい。回
転、漸進的な変化などの効果を採用して当該２次オプションを表示することが好ましい。
【００７５】
ステップ１２０６において、ユーザーの２次オプションに対する選択に基づいて、対応
する操作を実行する。例えば、２次オプションとして「削除」を選択した後、当該会話を
現在の会話インターフェースから削除する。
【００７６】
これから分かるように、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作に基づく会話処理
方法は、現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリ
ングすることによって、且つ識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インター
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フェースにおいて上記の会話に対応する処理を行う。会話の操作インターフェースに入る
必要がなく、現在の会話インターフェースにおいて会話に対して操作を行うことが可能で
あるため、会話処理の過程を短縮でき、処理時間を節約でき、ユーザーの操作を便利にす
ることができる。
【００７７】
図１４は、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作による会話処理方法のフローチ
ャートである。 二本指で下向きにスライドするジェスチャー操作を通じて、未読の会話
をトップに固定する場合を例とし、当該方法は、下記ステップを含む。
【００７８】
ステップ１４０１において、現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が
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存在するかをモニタリングする。
【００７９】
ステップ１４０２において、現在の会話インターフェースにおけるいずれかの会話に対
するジェスチャー操作がモニタリングされた場合、モニタリングされた当該ジェスチャー
操作とあらかじめ設定された標準ジェスチャー操作を比較して、比較した結果、一致する
場合、一本指での右向きスライドを識別したと確定して、引き続きステップ１４０３を実
行し、そうでない場合、ジェスチャー操作を識別できなかったと確定して、ステップ１４
０１を実行する。
【００８０】
ステップ１４０３において、当該ジェスチャー操作の現在の会話インターフェースにお
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いてのスライド距離を取得する。
【００８１】
ステップ１４０４において、当該スライド距離がスライド距離閾値を超えているか否か
を検出し、スライド距離がスライド距離閾値を超える場合、当該ジェスチャー操作が有効
であると確定して、引き続きステップ１４０５を実行し、そうでない場合、当該ジェスチ
ャー操作が有効ではないと確定して、ステップ１４０１を実行する。当該ステップの効果
図は、図３aと図３bを参照してもよい。
【００８２】
ステップ１４０５において、未読会話をトップに固定して表示する。未読会話が複数存
在する場合、会話の受付時間または会話中の未読メッセージ数に基づいて、未読会話の表
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示順序を配列することが可能である。ジェスチャー操作の開始位置の会話だけをトップに
固定して表示することも可能であるのは無論のことである。
【００８３】
これから分かるように、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作に基づく会話処理
方法は、現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリ
ングすることによって、且つ識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インター
フェースにおいて上記の会話に対応する処理を行う。会話の操作インターフェースに入る
必要がなく、現在の会話インターフェースにおいて会話に対して操作を行うことが可能で
あるため、会話処理の過程を短縮でき、処理時間を節約でき、ユーザーの操作を便利にす
ることができる。
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【００８４】
図１５は、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作による会話処理装置の機能ブロ
ック図である。図１５に示すように、当該装置は、
現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリングす
るためのモニタリングモジュール１５０１と、
現在の会話インターフェースの中のいずれかの会話に対するジェスチャー操作がモニタ
リングされた場合、ジェスチャー操作を識別するための識別モジュール１５０２と、
識別されたジェスチャー操作に基づいて、現在の会話インターフェースにおいて会話に
対応する処理を行うための処理モジュール１５０３とを含む。
【００８５】
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一の実施例において、当該装置は、さらにジェスチャー操作の有効性を検出するための
検出モジュール１５０４を含む。
【００８６】
一の実施例において、識別モジュール１５０２により識別されたジェスチャー操作が、
会話を既読と標記するための操作である場合、処理モジュール１５０３は、会話の状態を
既読として更新する。または、
識別モジュール１５０２により識別されたジェスチャー操作が、会話を削除と標記する
ための操作である場合、処理モジュール１５０３は、会話を現在の会話インターフェース
から削除する。または、
識別モジュール１５０２により識別されたジェスチャー操作が、会話を転送として標記
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するための操作である場合、処理モジュール１５０３は、会話転送ページをポップアップ
する。または、
識別モジュール１５０２により識別されたジェスチャー操作が、会話をトップに固定と
して標記するための操作場合、処理モジュール１５０３は、前記会話を現在の会話インタ
ーフェースにおいてトップに固定して表示する。
【００８７】
一の実施例において、識別モジュール１５０２によって識別されたジェスチャー操作が
２次オプションを開く操作である場合、処理モジュール１５０３は、前記会話を自身の区
域内で左向き、右向き、上向きまたは下向きに移動し、且つ当該会話の移動が発生した区
域に２次オプションを表示する。ここで、当該２次オプションは、会話に対する操作オプ
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ション、会話が位置する現在インターフェースの操作オプション、会話が属するアプリケ
ーションに対する操作オプションを含む。
【００８８】
説明しなければならない点は、上記の実施例にかかる、ジェスチャー操作による会話処
理装置は、前記の機能を実現する際、前記各機能モジュールの区分によって例を挙げて説
明したが、実際の応用において、必要に応じて前記の機能を異なる機能モジュールによっ
て分けて実現してもよい。つまり、装置の内部構造を異なる機能モジュールに区画するこ
とにより、上記に記載した全部又は部分的機能を実現してもよい。また、前記の実施例に
かかる、ジェスチャー操作による会話処理装置とジェスチャー操作による会話処理方法の
実施例は同一の構想に属し、具体的な実現過程は、方法の実施例を参照するようにし、こ
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こでは重複しないことにする。
【００８９】
当業者は、上記の実施例の全部又は部分的なステップはハードウェアを通じて完成可能
であり、プログラムを利用して関連ハードウェアに命令を与えることによって完成するこ
とも可能であることは理解できるだろう。その中、前記プログラムはコンピュータ読み取
り可能な記憶媒体に記憶可能であり、前記記憶媒体はＲＯＭ、磁気ディスクメモリまたは
光ディスクなどであってもよい。
【００９０】
図１６は、本発明の実施例にかかる、端末デバイスの構造の模式図である。図１６に示
すように、当該端末デバイスは、上記の実施例にかかる、ジェスチャー操作による会話処
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理方法の実施に使用可能である。その中、当該端末は携帯電話、タブレットＰＣ、ウェア
ラブルモバイルデバイス(Ｗｅａｒａｂｌｅ

ｍｏｂｉｌｅ

ｄｅｖｉｃｅｓ)(例えば、

スマートウォッチ)などであってもよい。好ましくは、端末デバイス７００は、通信ユニ
ット１１０、コンピューターが読み取り可能な記録媒体を一つ又は複数含む記憶装置１２
０、入力ユニット１３０、表示ユニット１４０、センサー１５０、オーディオ回路１６０
、ＷｉＦｉ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ ｆｉｄｅｌｉｔｙ）モジュール（無線通信ユニット）１
７０、一つ又は複数の処理コアを有するプロセッサ１８０、及び電源１９０などの部品を
含む。当業者は、図１６に示す端末デバイスの構成は端末デバイスに対する限定ではなく
、当該端末デバイスは、図示した部品より多い数、または少ない数の部品を備えてもよく
、或いは、幾つかの部品の組み合わせ、または異なる部品配置を有してもよい、ことを理
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解すべきである。
【００９１】
ここで、通信ユニット１１０は、情報の送受信または通話中において、信号を受信及び
送信するためのものである。当該通信ユニット１１０は、ＲＦ（Ｒａｄｉｏ

Ｆｒｅｑｕ

ｅｎｃｙ）回路、ルーター、モデム等のネットワーク通信装置であってもよい。特に、通
信ユニット１１０がＲＦ回路である場合、基地局からの下り情報を受信した後、１つ又は
複数のプロセッサ１８０に渡して処理させる。また、上りデータを基地局に送信する。一
般的に、通信ユニットとしてのＲＦ回路は、アンテナ、少なくとも１つのアンプ、チュー
ナー、１つ又は複数の発振器、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード、受発信機、カプ
ラー、ＬＮＡ（Ｌｏｗ Ｎｏｉｓｅ Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ、ローノイズアンプ）、デュプレ
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クサ等を含むが、これらに限らない。なお、通信ユニット１１０は、無線通信でネットワ
ーク、及び他の装置と通信することができる。上記無線通信として、ＧＳＭ(登録商標）
（Ｇｌｏｂａｌ Ｓｙｓｔｅｍ ｏｆ Ｍｏｂｉｌｅ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）、ＧＰ
ＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｐａｃｋｅｔ Ｒａｄｉｏ Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄ
ｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ）、ＷＣＤＭＡ(登録商標）（Ｗｉ
ｄｅｂａｎｄ Ｃｏｄｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ）、ＬＴＥ（
Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、電子メール、ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ

Ｍｅｓｓ

ａｇｉｎｇ Ｓｅｒｖｉｃｅ）等を含む任意の通信規格またはプロトコルを利用してもよ
いが、これらに限らない。記憶装置１２０は、ソフトウェアプログラム及びモジュールを
格納するためのものであり、プロセッサ１８０は、記憶装置１２０に格納されたソフトウ
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ェアプログラム及びモジュールを実行することで、各種機能のアプリ及びデータ処理を実
施する。記憶装置１２０には、主に、プログラム格納領域とデータ格納領域を有する。プ
ログラム格納領域には、ＯＳ、少なくとも１つの機能を実行するアプリ（例えば、音声再
生機能、画像再生機能等）等が格納される。データ格納領域には、端末デバイス７００の
使用により作成されたデータ（例えば、オーディオデータ、電話帳等）等が格納される。
また、記憶装置１２０は、高速ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｍｅｍｏｒｙ）を含
んでもよく、更に、例えば少なくとも１つの磁気ディスクメモリ、フラッシュメモリなど
の不揮発性メモリ、或いは他の揮発性のＳＳＤ（ｓｏｌｉｄ ｓｔａｔｅ ｄｒｉｖｅ）メ
モリを含んでもよい。また、記憶装置１２０は、プロセッサ１８０及び入力ユニット１３
０が記憶装置１２０にアクセスできるように、記憶装置制御器を更に含んでもよい。
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【００９２】
入力ユニット１３０は、数字或いはキャラクター情報の入力を受け付け、及び、ユーザ
設定及び機能制御に関するキーボード、マウス、ジョイスティック、光学ボールやトラッ
クボールにより信号入力を発生させるためのものである。入力ユニット１３０は、タッチ
センシティブ表面１３１及び他の入力装置１３２を含んでもよい。タッチセンシティブ表
面１３１は、タッチパネルやタッチパッドとも呼ばれ、ユーザがその表面上や付近に対す
るタッチ操作（例えば、ユーザが指やタッチペンなどの任意の適した物や付属品を使用し
て、タッチセンシティブ表面１３１上やタッチセンシティブ表面１３１付近に対して行う
操作）を収集するとともに、予め設定されたプログラムにしたがって、関連する接続装置
を駆動する。タッチセンシティブ表面１３１は、選択的に、タッチ検出手段及びタッチ制
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御器の２つの部分を含んでもよい。ここで、タッチ検出手段は、ユーザのタッチ位置を検
出するとともに、タッチ操作による信号を検出し、そのタッチ情報をタッチ制御器に送信
する。タッチ制御器は、タッチ検出手段からタッチ情報を受信し、当該情報を接触点座標
に変換してプロセッサ１８０に送信するとともに、プロセッサ１８０からのコマンドを受
信して実行する。なお、抵抗式、容量式、赤外線式及び表面弾性波式などの様々な方式に
よりタッチセンシティブ表面１３１を実現することができる。入力ユニット１３０は、タ
ッチセンシティブ表面１３１に加えて、他の入力装置１３２を更に含んでもよい。他の入
力装置１３２は、物理的なキーボード、ファンクションキー（例えば、ボリュームボタン
、スイッチボタン等）、トラックボール、マウス、ジョイスティック等の中の一つ又は複
数を含んでもよいが、これらに限らない。
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【００９３】
表示ユニット１４０は、ユーザが入力した情報やユーザに提供する情報、及び端末デバ
イス７００の各種のグラフィカル・ユーザー・インターフェース（ＧＵＩ）を表示するた
めのものであり、これらのグラフィカル・ユーザー・インターフェースは、図形、テキス
ト、アイコン、ビデオ及びそれらの任意の組合せで構成されることができる。表示ユニッ
ト１４０は、表示パネル１４１を含む。表示パネル１４１は、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ Ｃ
ｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ Ｌｉｇｈｔ−Ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ Ｄｉｏｄｅ）等の形態で構成されてもよい。更に、タッチセンシティブ表面１３１
は、表示パネル１４１を覆うように設けられ、タッチセンシティブ表面１３１がその表面
または付近に対するタッチ操作を検出すると、その検出の結果をプロセッサ１８０に転送
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してタッチイベントのタイプを確認させ、その後、プロセッサ１８０は、タッチイベント
のタイプに基づいて、表示パネル１４１上に対応する視覚的出力を提供するように構成さ
れてもよい。図１６において、タッチセンシティブ表面１３１と表示パネル１４１とが２
つの独立した部品として出力及び入力の機能を実現するように構成されているが、タッチ
センシティブ表面１３１と表示パネル１４１とを集積構成して入力及び入出力機能を実現
する実施例もあり得る。
【００９４】
端末デバイス７００は、更に、例えば光センサー、運動センサー及び他のセンサーなど
の、少なくとも１つのセンサー１５０を含んでもよい。光センサーは、環境光センサーと
近接センサーを含んでもよいが、環境光センサーは、環境光の明るさに基づいて、表示パ
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ネル１４１の輝度を調整することができ、近接センサーは、端末デバイス７００が耳元ま
で移動すると、表示パネル１４１及び／又はバックライトをオフする。運動センサーの一
種としての重力加速度センサーは、各方向（一般的には、３軸）における加速度の大きさ
を検出することができ、静止の状態では、重力の大きさ及びその方向を検出することがで
きるので、携帯電話の姿勢を認識するアプリ（例えば、画面の横縦向きの切り替え、ゲー
ム、磁力計の姿勢校正）、振動認識に関する機能（例えば、歩数計、パーカッション）等
に使用される。端末デバイス７００には、更に、ジャイロスコープ、気圧計、湿度計、温
度計、赤外線センサー等のほかのセンサーが備えられるが、ここで、その具体的な説明は
省略する。
【００９５】
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オーディオ回路１６０、スピーカ１６１、マイク１６２は、ユーザと端末デバイス７０
０との間のオーディオインタフェースを提供する。オーディオ回路１６０は、受信したオ
ーディオデータから変換された電気信号をスピーカ１６１に転送し、スピーカ１６１によ
り音声信号に変換して出力する。一方、マイク１６２は、収集した音声信号を電気信号に
変換し、オーディオ回路１６０が当該電気信号を受信した後オーディオデータに変換し、
オーディオデータをプロセッサ１８０に転送して処理してから、ＲＦ回路１１０を介して
例えば他の端末デバイスに転送するか、或いはオーディオデータを記憶装置１２０に送信
して更に処理を行うようにする。オーディオ回路１６０は、端末デバイス７００が外部の
イヤホンと通信できるように、イヤホン挿入孔を含んでもよい。
【００９６】
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当該端末デバイスは、無線通信を実現するために、無線通信ユニット１７０を備えても
よい。当該無線通信ユニット１７０は、ＷｉＦｉモジュールであってもよい。ＷｉＦｉは
近距離無線通信技術に属し、ユーザに無線のブロードバンドインターネットアクセスを提
供するので、ユーザは、端末デバイス７００の無線通信ユニット１７０を利用して、電子
メールの送受信、ウェブの閲覧、ストリーミングメディアのアクセス等を行なうことがで
きる。図面において、無線通信ユニット１７０を示しているが、当該無線通信ユニット１
７０は、端末デバイス７００にとって不可欠な構成ではなく、本発明の趣旨を変更しない
範囲内で必要に応じて省略することができる、ことを理解すべきである。
【００９７】
プロセッサ１８０は、端末デバイス７００の制御センターであり、各種のインタフェー
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ス及び回路を介して携帯電話全体の各部と接続され、記憶装置１２０内に格納されたソフ
トウェアプログラム及び／又はモジュールを実行または作動させるとともに、記憶装置１
２０内に格納されたデータを呼び出すことによって、端末デバイス７００の各種機能の実
行及びデータの処理を実現することで、携帯電話全体をコントロールする。プロセッサ１
８０は、１つ又は複数の処理コアを含んでもよく、アプリプロセッサとモデムプロセッサ
を集積して構成されてもよい。ここで、アプリプロセッサは、主に、ＯＳ、ユーザインタ
フェース、及びアプリなどを処理し、モデムプロセッサは、主に、無線通信を処理する。
また、上記モデムプロセッサがプロセッサ１８０に集積されなくてもよい、ことを理解す
べきである。
【００９８】
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端末デバイス７００は、更に、各部に電力を供給する電源１９０（例えば、バッテリー
）を含み、当該電源１９０は、電源管理システムを介してプロセッサ１８０にロジック的
に接続されることにより、電源管理システムを介して充電・放電管理、及び電力管理等の
機能を実現することができる。電源１９０は、更に、１つ或いは１つ以上の直流又は交流
電源、再充電システム、電源故障検出回路、電源コンバータ又はインバータ、電源状態イ
ンジケータ等の任意のアセンブリを含んでもよい。
図示していないが、端末デバイス７００は、さらにカメラ、ブルートゥース（登録商標
）モジュールなどを含んでもよい。ここでは詳しく説明しないことにする。具体的に、本
実施例において、端末デバイスの表示ユニットはタッチパネルディスプレーであり、端末
デバイスは、記憶装置、及び記憶装置に記憶された１つまたは１つ以上のプログラムを含
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み、１つまたは１つ以上のプロセッサにより、以下の操作を行うための命令を含む前記の
１つまたは１つ以上のプログラムを実行するように構成される。前記操作は、
現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリングする
ステップと、
現在の会話インターフェースの中のいずれかの会話に対するジェスチャー操作がモニタ
リングされた場合、ジェスチャー操作を識別するステップと、
識別されたジェスチャー操作に基づいて、現在の会話インターフェースにおいて前記会話
に対応する処理を行うステップを含む。
【００９９】
一の実施例において、記憶装置は、さらに以下の操作を実行するための命令を含む。標
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準ジェスチャー操作及び標準ジェスチャー操作に対応する処理を予め設定するステップを
含み、
前記ジェスチャー操作を識別するステップは、
モニタリングされたジェスチャー操作を、前記あらかじめ設定された標準ジェスチャー
操作と比較するステップと、比較した結果、一致する場合、前記ジェスチャー操作を識別
したと確定するステップと、比較した結果、一致しない場合、前記ジェスチャー操作を識
別できなかったと確定するステップとを含む。
【０１００】
一の実施例において、記憶装置は、さらに以下の操作を実行するための命令を含む。前
記ジェスチャー操作を識別した後、さらに、前記ジェスチャー操作の有効性を検出するス
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テップを含む。
【０１０１】
一の実施例において、記憶装置は、さらに以下の操作を実行するための命令を含む。前
記ジェスチャー操作が一本指での左向きスライド、一本指での右向きスライド、複数本指
での左向きスライド、複数本指での右向きスライド、一本指での上向きスライド、一本指
での下向きスライド、複数本指での上向きスライドまたは複数本指での下向きスライドで
ある場合、前記ジェスチャー操作の有効性を検出するステップは、
前記ジェスチャー操作による、前記会話が自身の区域内でのスライド距離を取得する操作
と、前記スライド距離がスライド距離閾値を越えているか否かを検出するステップと、
前記スライド距離がスライド距離閾値を越えている場合、前記ジェスチャー操作が有効
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であると確定する操作と、前記スライド距離がスライド距離閾値を越えていない場合、前
記ジェスチャー操作が有効ではないと確定するステップとを含む。
【０１０２】
一の実施例において、記憶装置は、さらに以下の操作を実行するための命令を含む。前
記ジェスチャー操作が一本指クリックまたは複数本指クリックである場合、前記ジェスチ
ャー操作の有効性を検出するステップは、
予め設定した時間内での前記ジェスチャー操作のクリック回数を取得するステップと、
前記ジェスチャー操作のクリック回数が、回数閾値を越えているか否かを検出するステ
ップと、前記クリック回数が回数閾値を越えている場合、前記ジェスチャー操作が有効で
はないと確定するステップと、前記クリック回数が回数閾値を越えていない場合、前記ジ
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ェスチャー操作が有効であると確定するステップとを含む。
【０１０３】
一の実施例において、記憶装置は、さらに以下の操作を実行するための命令を含む。前
記ジェスチャー操作が一本指での押圧または複数本指での押圧である場合、前記の前記ジ
ェスチャー操作の有効性を検出するステップは、
前記ジェスチャー操作によって生成された電圧値を取得し、前記ジェスチャー操作によ
って生成された電圧値が電圧閾値を越えているか否かを検出し、前記電圧値が電圧閾値を
超えている場合、前記ジェスチャー操作の有効であると確定し、前記電圧値が電圧閾値を
越えていない場合、前記ジェスチャー操作が有効ではないと確定するステップ、または、
前記現在の会話インターフェースを表示するディスプレースクリーンがフレキシブルス
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クリーンである場合、前記ジェスチャー操作により押圧方向で押圧される深さ値を取得し
、前記ジェスチャー操作により押圧される深さ値が、深さ閾値を超えているか否かを検出
し、前記深さ値が深さ閾値を超えている場合、前記ジェスチャー操作が有効であると確定
し、前記深さ値が深く閾値を越えていない場合、ジェスチャー操作が有効ではないと確定
するステップを含む。
【０１０４】
一の実施例において、記憶装置は、さらに以下の操作を実行するための命令を含む。前
記の識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インターフェースにおいて前記会
話に対応する処理を行うステップは、
識別されたジェスチャー操作が前記会話を既読と標記するための操作である場合、前記
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会話の状態を既読として更新するステップ、または、
識別されたジェスチャー操作が前記会話を削除と標記するための操作である場合、会話
を現在の会話インターフェースから削除するステップ、または、
識別されたジェスチャー操作が前記会話を転送と標記するための操作である場合、前記
会話の転送ページをポップアップするステップ、または
識別されたジェスチャー操作が前記会話をトップに固定として標記するための操作であ
る場合、前記会話を現在の会話インターフェースおいてトップに固定して表示するステッ
プを含む。
【０１０５】
一の実施例において、記憶装置は、さらに以下の操作を実行するための命令を含む。識
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別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インターフェースにおいて前記会話に対
応する処理を行うステップは、
識別されたジェスチャー操作が２次オプションを開く操作である場合、前記会話を自身
の区域内で左向き、右向き、上向きまたは下向きに移動し、且つ当該会話の移動が発生し
た区域に前記２次オプションを表示するステップを含み、
前記２次オプションは、前記会話に対する操作オプション、会話が位置する現在インター
フェースの操作オプション、会話が属するアプリケーションに対する操作オプションを含
む。
【０１０６】
これから分かるように、本発明の実施例にかかる、ジェスチャー操作に基づく会話処理
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方法は、現在の会話インターフェースに対するジェスチャー操作が存在するかをモニタリ
ングすることによって、且つ識別されたジェスチャー操作によって、現在の会話インター
フェースにおいて上記の会話に対応する処理を行う。会話の操作インターフェースに入る
必要がなく、現在の会話インターフェースにおいて会話に対して操作を行うことが可能で
あるため、会話処理の過程を短縮でき、処理時間を節約でき、ユーザーの操作を便利にす
ることができる。
【０１０７】
以上では、本発明の好ましい実施例を記載したが、それは本発明を限定するためのもの
ではない。本発明の精神と原則の範囲内で行われる如何なる修正、均等な代替、改善など
は、いずれも本発明の範囲内に属するべきである。
【０１０８】
本願は出願番号がＣＮ２０１３１０２５３２７９.Ｘあって、出願日が２０１３年６月
２４日である中国特許出願に基づき、優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内容
は本願に援用される。
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